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（審議対象期間 令和２年１月１日～令和２年３月 31 日） 



別記様式１ 

契 約 一 覧 表 総 括 表 

（部局名： 高松国税局 ） （審議対象期間 令和2年1月1日～令和2年3月31日） 

区 分 件 数 うち応札（応募）業者数１者 備  考 

総契約件数 

（内訳） 

① 競争入札（公共工事） 

② 随意契約（公共工事）  

③ 競争入札（物品役務等） 

④ 随意契約（物品役務等）  

 

３０ 件 

 

１ 件 

０ 件 

４ 件 

２５ 件 

２ 件 

 

０ 件 

０ 件 

０ 件 

２ 件 

 

 

 

 

 

 

 

応札（応募）業者数１者総契約件数 

（内訳） 

⑴ 一般競争入札方式 

⑵ 企画競争方式  

⑶ 公募方式 

⑷ 不落・不調随意契約方式  

 

 

 

 

２ 件 

 

０ 件 

０ 件 

２ 件 

０ 件 

  

（注）国の行為を秘密にする必要があるもの並びに予定価格が予算決算及び会計令第99条第2号、第3号、第4号又は第7号のそれぞれの金額を超えないものは含まない。 
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別記様式２

（部局名：高松国税局） （審議対象期間　令和2年1月1日～令和2年3月31日）

番号
公共工事の名称、場所、期間及び種

別

契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所
在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

法人番号

一般競争入札・指
名競争入札の別
（総合評価の実
施）

予定価格 契約金額 落札率
応札
者数

備考

1
高松国税総合庁舎１階多機能便所オ
ストメイト設置ほか工事

支出負担行為担当官
高松国税局総務部次長
植松　数広
香川県高松市天神前２－１０

令和2年2月6日
株式会社山装
愛媛県松山市保免上
１－１５－１９

3500001004203 一般競争入札 3,721,300円 2,915,000円 78.3% 3
令和2年3月16日
変更契約あり

 

（注2）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

契約一覧表（競争入札（公共工事））

 

（注1）国の行為を秘密にする必要があるもの並びに予定価格が予算決算及び会計令第99条第2号、第3号、第4号又は第7号のそれぞれの金額を超えないものは含まない。
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別記様式３

（部局名：高松国税局） （審議対象期間　令和2年1月1日～令和2年3月31日）

番号 公共工事の名称、場所、期間及び種別
契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号
又は名称及び住所

法人番号

随意契約によること
とした会計法令の根
拠条文及び理由（企
画競争又は公募）

予定価格 契約金額 落札率
応札
者数

再就職の
役員の数

備
考

 

（注4）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

契約一覧表（随意契約（公共工事））

（注1）国の行為を秘密にする必要があるもの並びに予定価格が予算決算及び会計令第99条第2号、第3号、第4号又は第7号のそれぞれの金額を超えないものは含まない。

（注3）予算決算及び会計令第99条の2又は第99条の3の規定に基づく随意契約による場合には、初度入札における応札者数を応札者数欄に記載する。

該当なし

（注2） 公表対象随意契約が単価契約である場合には、契約金額欄に契約単価または予定調達総額を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨及び契約金額欄に単価を記載した場合には予定調達総額を記載する。
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別記様式４

（部局名：高松国税局） （審議対象期間　令和2年1月1日～令和2年3月31日）

番号 物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日 契約の相手方の商号又は名称及び住所 法人番号
一般競争入札・指名
競争入札の別（総合
評価の実施）

予定価格 契約金額 落札率
応札
者数

備　　考

1
高松国税局及び管内税務署で使用す
る備品の購入(会議用テーブル13台ほ
か16品目)

支出負担行為担当官
高松国税局総務部次長
植松　数広
香川県高松市天神前２－１０

令和2年1月24日
四国ネコス株式会社
香川県高松市勅使町５１８

8470001001934 一般競争入札

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがある
ため公表しない

2,263,800円 - 2

2
徳島署及び松山署高速カラープリン
タ等の購入（２台）

支出負担行為担当官
高松国税局総務部次長
植松　数広
香川県高松市天神前２－１０

令和2年1月24日
プリントネットワーク株式会社
香川県高松市檀紙町２０６９－１

6470001003676 一般競争入札

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがある
ため公表しない

12,337,600円 - 2

3 カラープリンタ等の購入（47台）

支出負担行為担当官
高松国税局総務部次長
植松　数広
香川県高松市天神前２－１０

令和2年1月24日
富士ゼロックス四国株式会社
香川県高松市磨屋町８－１

5470001001887 一般競争入札

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがある
ため公表しない

11,141,350円 - 2

4
令和元年度　事務用椅子の購入（76
脚）

支出負担行為担当官
高松国税局総務部次長
植松　数広
香川県高松市天神前２－１０

令和2年1月24日
四国ネコス株式会社
香川県高松市勅使町５１８

8470001001934 一般競争入札

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがある
ため公表しない

1,864,500円 - 4

（注2）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

契約一覧表（競争入札（物品役務等））

（注1）国の行為を秘密にする必要があるもの並びに予定価格が予算決算及び会計令第99条第2号、第3号、第4号又は第7号のそれぞれの金額を超えないものは含まない。
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別記様式５

（部局名：高松国税局）

番号 物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号又は名称及び
住所

法人番号
随意契約によることとした会計法令の
根拠条文及び理由（企画競争又は公
募）

予定価格 契約金額 落札率
応札
者数

再就職の
役員の数

備　　考

1 鑑定評価員等業務

支出負担行為担当官
高松国税局総務部次長
植松　数広
香川県高松市天神前２－１０

令和元年8月20日
一般財団法人日本不動産研究所
高松支所
香川県高松市亀井町２－１

2010405009567

公募を実施し、申込のあった者のうち
当庁の仕様要件を満たす全ての者と契
約したものであり、競争を許さないこ
とから会計法第29条の３第４項に該当
するため

@73,900円ほか @73,900円ほか 100.0% 102
単価契約
31年度支払実績額
1,489,100円

2 鑑定評価員等業務

支出負担行為担当官
高松国税局総務部次長
植松　数広
香川県高松市天神前２－１０

令和元年8月20日
株式会社中央不動産鑑定所　高松
支所
香川県高松市寿町２－２－１０

6010001050293

公募を実施し、申込のあった者のうち
当庁の仕様要件を満たす全ての者と契
約したものであり、競争を許さないこ
とから会計法第29条の３第４項に該当
するため

@73,900円ほか @73,900円ほか 100.0% 102
単価契約
31年度支払実績額
1,551,900円

3 鑑定評価員等業務

支出負担行為担当官
高松国税局総務部次長
植松　数広
香川県高松市天神前２－１０

令和元年8月20日
株式会社ケンホームズ
愛媛県松山市三番町４－１１－６

6500001001544

公募を実施し、申込のあった者のうち
当庁の仕様要件を満たす全ての者と契
約したものであり、競争を許さないこ
とから会計法第29条の３第４項に該当
するため

@73,900円ほか @73,900円ほか 100.0% 102
単価契約
31年度支払実績額
1,182,400円

4 鑑定評価員等業務

支出負担行為担当官
高松国税局総務部次長
植松　数広
香川県高松市天神前２－１０

令和元年8月20日
株式会社阿部総合鑑定所
愛媛県松山市西一万町９－３ 3500001000400

公募を実施し、申込のあった者のうち
当庁の仕様要件を満たす全ての者と契
約したものであり、競争を許さないこ
とから会計法第29条の３第４項に該当
するため

@73,900円ほか @73,900円ほか 100.0% 102
単価契約
31年度支払実績額
1,034,600円

5 鑑定評価員等業務

支出負担行為担当官
高松国税局総務部次長
植松　数広
香川県高松市天神前２－１０

令和元年8月20日
亀田不動産鑑定
愛媛県松山市春日町１５－１８

-

公募を実施し、申込のあった者のうち
当庁の仕様要件を満たす全ての者と契
約したものであり、競争を許さないこ
とから会計法第29条の３第４項に該当
するため

@73,900円ほか @73,900円ほか 100.0% 102
単価契約
31年度支払実績額
1,110,697円

6 鑑定評価員等業務

支出負担行為担当官
高松国税局総務部次長
植松　数広
香川県高松市天神前２－１０

令和元年8月20日
株式会社ＪＢＡ不動産鑑定事務所
愛媛県四国中央市中曽根町３６６
－１

5500002021872

公募を実施し、申込のあった者のうち
当庁の仕様要件を満たす全ての者と契
約したものであり、競争を許さないこ
とから会計法第29条の３第４項に該当
するため

@73,900円ほか @73,900円ほか 100.0% 102
単価契約
31年度支払実績額
1,204,250円

7 鑑定評価員等業務

支出負担行為担当官
高松国税局総務部次長
植松　数広
香川県高松市天神前２－１０

令和元年8月20日
株式会社髙橋不動産鑑定
愛媛県新居浜市宇高町１－６－４
７

7500001010461

公募を実施し、申込のあった者のうち
当庁の仕様要件を満たす全ての者と契
約したものであり、競争を許さないこ
とから会計法第29条の３第４項に該当
するため

@73,900円ほか @73,900円ほか 100.0% 102
単価契約
31年度支払実績額
1,050,650円

8 鑑定評価員等業務

支出負担行為担当官
高松国税局総務部次長
植松　数広
香川県高松市天神前２－１０

令和元年8月20日
有限会社瑞穂不動産鑑定
高知県高知市大膳町１－２４

5490002005415

公募を実施し、申込のあった者のうち
当庁の仕様要件を満たす全ての者と契
約したものであり、競争を許さないこ
とから会計法第29条の３第４項に該当
するため

@73,900円ほか @73,900円ほか 100.0% 102
単価契約
31年度支払実績額
1,773,600円

（注4）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

契約一覧表（随意契約（物品役務等））

（注2）公表対象随意契約が単価契約である場合には、契約金額欄に契約単価または予定調達総額を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨及び契約金額欄に単価を
       記載した場合には予定調達総額を記載する。

（注1）国の行為を秘密にする必要があるもの並びに予定価格が予算決算及び会計令第99条第2号、第3号、第4号又は第7号のそれぞれの金額を超えないものは含まない。

（審議対象期間　令和2年1月1日～令和2年3月31日）

（注3）予算決算及び会計令第99条の2又は第99条の3の規定に基づく随意契約による場合には、初度入札における応札者数を応札者数欄に記載する。
　　　 企画競争又は公募を行った場合には、提案者数又は応募者数を応札者数欄に記載する。
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別記様式５

（部局名：高松国税局）

番号 物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号又は名称及び
住所

法人番号
随意契約によることとした会計法令の
根拠条文及び理由（企画競争又は公
募）

予定価格 契約金額 落札率
応札
者数

再就職の
役員の数

備　　考

9 土地評価精通者業務

支出負担行為担当官
高松国税局総務部次長
泰田　憲賢
香川県高松市天神前２－１０

平成31年4月1日

一般財団法人日本不動産研究所
松山支所
愛媛県松山市千舟町４－１－５高
岡ビル６階

2010405009567

公募を実施し、申込のあった者のうち
当庁の仕様要件を満たす全ての者と契
約したものであり、競争を許さないこ
とから会計法第29条の３第４項に該当
するため

@1,400円ほか @1,400円ほか 100.0% 63
単価契約
31年度支払実績額
1,445,750円

10 土地評価精通者業務

支出負担行為担当官
高松国税局総務部次長
泰田　憲賢
香川県高松市天神前２－１０

平成31年4月1日
有限会社瑞穂不動産鑑定
高知県高知市大膳町１－２４

5490002005415

公募を実施し、申込のあった者のうち
当庁の仕様要件を満たす全ての者と契
約したものであり、競争を許さないこ
とから会計法第29条の３第４項に該当
するため

@1,400円ほか @1,400円ほか 100.0% 63
単価契約
31年度支払実績額
1,189,000円

11 料金後納郵便役務契約

支出負担行為担当官
高松国税局総務部次長
泰田　憲賢
香川県高松市天神前２－１０

平成31年4月1日
日本郵便株式会社　高松中央郵便
局
香川県高松市内町１－１５

1010001112577

郵便法又は民間事業者による信書の送
達に関する法律に規定する郵便及び信
書の送達が可能な事業者は、日本郵便
株式会社以外になく競争を許さないこ
とから会計法第29条の３第４項に該当
するため（根拠区分：ニ（ハ））。

@84円ほか @84円ほか 100.0% -
単価契約
31年度支払実績額
165,203,264円

12
調査等に基づき作成する取引履歴明細
等作成業務

支出負担行為担当官
高松国税局総務部次長
泰田　憲賢
香川県高松市天神前２－１０

平成31年4月1日
株式会社阿波銀行
徳島県徳島市西船場町２－２４－
１

5480001000070

当該金融機関に対する照会手数料であ
り、競争を許さないことから会計法第
29条の３第４項に該当するため（根拠
区分：ニ（ヘ））。

@22円ほか @22円ほか 100.0% -
単価契約
31年度支払実績額
2,520,840円

13
調査等に基づき作成する取引履歴明細
等作成業務

支出負担行為担当官
高松国税局総務部次長
泰田　憲賢
香川県高松市天神前２－１０

平成31年4月1日
株式会社百十四銀行
香川県高松市亀井町５－１

6470001000203

当該金融機関に対する照会手数料であ
り、競争を許さないことから会計法第
29条の３第４項に該当するため（根拠
区分：ニ（ヘ））。

@22円ほか @22円ほか 100.0% -
単価契約
31年度支払実績額
2,166,243円

14
調査等に基づき作成する取引履歴明細
等作成業務

支出負担行為担当官
高松国税局総務部次長
泰田　憲賢
香川県高松市天神前２－１０

平成31年4月1日
株式会社伊予銀行
愛媛県松山市南堀端町１

4500001000003

当該金融機関に対する照会手数料であ
り、競争を許さないことから会計法第
29条の３第４項に該当するため（根拠
区分：ニ（ヘ））。

@22円ほか @22円ほか 100.0% -
単価契約
31年度支払実績額
4,180,029円

15
調査等に基づき作成する取引履歴明細
等作成業務

支出負担行為担当官
高松国税局総務部次長
泰田　憲賢
香川県高松市天神前２－１０

平成31年4月1日
株式会社四国銀行
高知県高知市南はりまや町１－１
－１

7490001000786

当該金融機関に対する照会手数料であ
り、競争を許さないことから会計法第
29条の３第４項に該当するため（根拠
区分：ニ（ヘ））。

@22円ほか @22円ほか 100.0% -
単価契約
31年度支払実績額
4,960,564円

16
調査等に基づき作成する取引履歴明細
等作成業務

支出負担行為担当官
高松国税局総務部次長
泰田　憲賢
香川県高松市天神前２－１０

平成31年4月1日
株式会社徳島大正銀行
徳島県徳島市富田浜１－４１

2480001001385

当該金融機関に対する照会手数料であ
り、競争を許さないことから会計法第
29条の３第４項に該当するため（根拠
区分：ニ（ヘ））。

@22円ほか @22円ほか 100.0% -
単価契約
31年度支払実績額
1,355,312円

（注4）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

（注1）国の行為を秘密にする必要があるもの並びに予定価格が予算決算及び会計令第99条第2号、第3号、第4号又は第7号のそれぞれの金額を超えないものは含まない。

（注2）公表対象随意契約が単価契約である場合には、契約金額欄に契約単価または予定調達総額を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨及び契約金額欄に単価を
       記載した場合には予定調達総額を記載する。

（注3）予算決算及び会計令第99条の2又は第99条の3の規定に基づく随意契約による場合には、初度入札における応札者数を応札者数欄に記載する。
　　　 企画競争又は公募を行った場合には、提案者数又は応募者数を応札者数欄に記載する。

契約一覧表（随意契約（物品役務等））

（審議対象期間　令和2年1月1日～令和2年3月31日）
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別記様式５

（部局名：高松国税局）

番号 物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号又は名称及び
住所

法人番号
随意契約によることとした会計法令の
根拠条文及び理由（企画競争又は公
募）

予定価格 契約金額 落札率
応札
者数

再就職の
役員の数

備　　考

17
調査等に基づき作成する取引履歴明細
等作成業務

支出負担行為担当官
高松国税局総務部次長
泰田　憲賢
香川県高松市天神前２－１０

平成31年4月1日
株式会社香川銀行
香川県高松市亀井町６－１

3470001000172

当該金融機関に対する照会手数料であ
り、競争を許さないことから会計法第
29条の３第４項に該当するため（根拠
区分：ニ（ヘ））。

@22円ほか @22円ほか 100.0% -
単価契約
31年度支払実績額
1,734,408円

18
調査等に基づき作成する取引履歴明細
等作成業務

支出負担行為担当官
高松国税局総務部次長
泰田　憲賢
香川県高松市天神前２－１０

平成31年4月1日
株式会社愛媛銀行
愛媛県松山市勝山町２－１

2500001000005
当該金融機関に対する照会手数料であ
り、競争を許さないことから会計法第
29条の３第４項に該当するため

@22円ほか @22円ほか 100.0% -
単価契約
31年度支払実績額
2,036,230円

19
調査等に基づき作成する取引履歴明細
等作成業務

支出負担行為担当官
高松国税局総務部次長
泰田　憲賢
香川県高松市天神前２－１０

平成31年4月1日
株式会社高知銀行
高知県高知市堺町２－２４

4490001000608

当該金融機関に対する照会手数料であ
り、競争を許さないことから会計法第
29条の３第４項に該当するため（根拠
区分：ニ（ヘ））。

@22円ほか @22円ほか 100.0% -
単価契約
31年度支払実績額
1,621,816円

20 電話料金

支出負担行為担当官
高松国税局総務部次長
泰田　憲賢
香川県高松市天神前２－１０

-
西日本電信電話株式会社
大阪府大阪市中央区馬場町３－１
５

7120001077523

予算決算及び会計令第102条の２に基
づき長期継続契約を行っており、かつ
行政需要に適合した供給を行える事業
者が特定されており、契約価格の競争
による契約相手方の選定を許さないこ
とから、会計法第29条の３第４号に該
当するため（根拠区分：ニ（ロ））。

- - - -
単価契約
31年度支払実績額
4,528,246円

21 電話料金

支出負担行為担当官
高松国税局総務部次長
泰田　憲賢
香川県高松市天神前２－１０

-
ソフトバンク株式会社
東京都港区東新橋１－９－１

9010401052465

予算決算及び会計令第102条の２に基
づき長期継続契約を行っており、かつ
行政需要に適合した供給を行える事業
者が特定されており、契約価格の競争
による契約相手方の選定を許さないこ
とから、会計法第29条の３第４号に該
当するため（根拠区分：ニ（ロ））。

- - - -
単価契約
31年度支払実績額
18,996,818円

22 高松国税総合庁舎上下水道料金

支出負担行為担当官
高松国税局総務部次長
泰田　憲賢
香川県高松市天神前２－１０

-
香川県広域水道企業団
香川県高松市番町１－８－１５

8000020378887

予算決算及び会計令第102条の２に基
づき長期継続契約を行っており、かつ
行政需要に適合した供給を行える事業
者が特定されており、契約価格の競争
による契約相手方の選定を許さないこ
とから、会計法第29条の３第４号に該
当するため（根拠区分：ニ（ロ））。

- - - -

長期継続契約
単価契約
31年度支払実績額
3,503,987円

（注4）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

契約一覧表（随意契約（物品役務等））

（審議対象期間　令和2年1月1日～令和2年3月31日）

（注1）国の行為を秘密にする必要があるもの並びに予定価格が予算決算及び会計令第99条第2号、第3号、第4号又は第7号のそれぞれの金額を超えないものは含まない。

（注2）公表対象随意契約が単価契約である場合には、契約金額欄に契約単価または予定調達総額を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨及び契約金額欄に単価を
       記載した場合には予定調達総額を記載する。

（注3）予算決算及び会計令第99条の2又は第99条の3の規定に基づく随意契約による場合には、初度入札における応札者数を応札者数欄に記載する。
　　　 企画競争又は公募を行った場合には、提案者数又は応募者数を応札者数欄に記載する。
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別記様式５

（部局名：高松国税局）

番号 物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号又は名称及び
住所

法人番号
随意契約によることとした会計法令の
根拠条文及び理由（企画競争又は公
募）

予定価格 契約金額 落札率
応札
者数

再就職の
役員の数

備　　考

23 松山若草合同庁舎上下水道料金

支出負担行為担当官
高松国税局総務部次長
泰田　憲賢
香川県高松市天神前２－１０

-
松山市
愛媛県松山市二番町４－７－２

3000020382019

予算決算及び会計令第102条の２に基
づき長期継続契約を行っており、かつ
行政需要に適合した供給を行える事業
者が特定されており、契約価格の競争
による契約相手方の選定を許さないこ
とから、会計法第29条の３第４号に該
当するため（根拠区分：ニ（ロ））。

- - - -

長期継続契約
単価契約
31年度支払実績額
1,744,372円

24
 納税者に対する応接及び確定申告書
等作成用パソコンの操作補助事務等に
係る労働者派遣業務（観音寺署）

支出負担行為担当官
高松国税局総務部次長
植松　数広
香川県高松市天神前２－１０

令和2年2月3日
株式会社ヤマダ工芸　ハイスタッ
フ
観音寺市栄町１－４－５５

6470002016264
公募を実施した結果、応募者が１者の
みであり競争性がなく、会計法第29条
の3第4項に該当するため

同種の他の契約
の予定価格を類
推されるおそれ
があるため公表
しない

@1,760円 - 1

令和２年３月10日変更契約あ
り変更契約により予定価格が
基準額を超えたもの。
単価契約
予定調達総額 929,280,円

25
 納税者に対する応接及び確定申告書
等作成用パソコンの操作補助事務等に
係る労働者派遣業務（丸亀署）

支出負担行為担当官
高松国税局総務部次長
植松　数広
香川県高松市天神前２－１０

令和2年2月3日
株式会社ヤマダ工芸　ハイスタッ
フ
観音寺市栄町１ー４－５５

6470002016264
公募を実施した結果、応募者が１者の
みであり競争性がなく、会計法第29条
の3第4項に該当するため

同種の他の契約
の予定価格を類
推されるおそれ
があるため公表
しない

@1,870円 - 1

令和２年３月10日変更契約あ
り変更契約により予定価格が
基準額を超えたもの。
単価契約
予定調達総額 987,360円

（注4）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

契約一覧表（随意契約（物品役務等））

（審議対象期間　令和2年1月1日～令和2年3月31日）

（注1）国の行為を秘密にする必要があるもの並びに予定価格が予算決算及び会計令第99条第2号、第3号、第4号又は第7号のそれぞれの金額を超えないものは含まない。

（注2）公表対象随意契約が単価契約である場合には、契約金額欄に契約単価または予定調達総額を記載するとともに、備考欄に単価契約である旨及び契約金額欄に単価を
       記載した場合には予定調達総額を記載する。

（注3）予算決算及び会計令第99条の2又は第99条の3の規定に基づく随意契約による場合には、初度入札における応札者数を応札者数欄に記載する。
　　　 企画競争又は公募を行った場合には、提案者数又は応募者数を応札者数欄に記載する。
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別記様式６

（部局名：高松国税局） （審議対象期間　令和2年1月1日～令和2年3月31日）

番号
公共工事の名称、場所、期間及び種別

又は
物品役務等の名称及び数量

契約を締結した日
契約の相手方の

商号又は名称及び住所
法人番号

一般競争入札、
指名競争入札、
企画競争、公募
又は不落・不調

の別

予定価格 契約金額 落札率
応札

（応募）
業者数

入札参加（応募）資格の内容
（請負実績、実務経験者の在籍等）

1
 納税者に対する応接及び確定申告書等作成
用パソコンの操作補助事務等に係る労働者
派遣業務（観音寺署）

令和2年2月3日
株式会社ヤマダ工芸　ハイスタッフ
観音寺市栄町１－４－５５

6470002016264 公募

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがある
ため公表しない

@1,760円 - 1

2
 納税者に対する応接及び確定申告書等作成
用パソコンの操作補助事務等に係る労働者
派遣業務（丸亀署）

令和2年2月3日
株式会社ヤマダ工芸　ハイスタッフ
観音寺市栄町１ー４－５５

6470002016264 公募

同種の他の契約の
予定価格を類推さ
れるおそれがある
ため公表しない

@1,870円 - 1

（注）国の行為を秘密にする必要があるもの並びに予定価格が予算決算及び会計令第99条第2号、第3号、第4号又は第7号のそれぞれの金額を超えないものは含まない。

契約一覧表（応札（応募）業者数１者関連）
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